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ちょっと⾃⼰紹介  let me introduce myself

益⼦ 貴寛  Takahiro Mashiko 

株式会社まぼろし 取締役CMO 

株式会社メンバーズキャリア 技術顧問

1975年、栃⽊県宇都宮市⽣まれ 
 
ウェブサイトの企画、設計、アクセス解析、 
リスティング広告運⽤、ランディングページ設計、 
検索体験の最適化など、ウェブマーケティング全般を担当 
 
Google アナリティクス（GAIQ）認定資格者 
Google AdWords認定資格者 
Web検定 プロジェクトメンバー 
⽇本マーケティング学会 会員



主な著書  our books



主な案件  our works





ほぼ毎⽇、 
Adobe XDを使う⽇々



⼀緒に働く仲間を募集中です  recruitment



話す内容  content at a glance

 Adobe XDで成果物を幅広くつくろう

ワークフローとAdobe XD

事例で⾒る「ちょっと得する」使い⽅

1
2
3
共有と書き出しを使いこなそう4



Adobe XDで成果物を幅広くつくろう
use Adobe XD for various outputs
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従来のツールの⽋点  faults of typical tools

学習コストは低いが 
画⾯設計には向かない

テキストには強いが 
オブジェクトの配置が煩雑

⾼機能なデザインツールだが 
学習コストが⾼い



そこで、Adobe XDの出番です  try Adobe XD





Design at the Speed of Thought
思考の速度でデザインする



たとえば、ワイヤーフレーム  e.g. wireframes



たとえば、デザイン  e.g. visual design



たとえば、プロトタイプ  e.g. prototypes



たとえば、企画書や提案書  e.g. planning or proposal sheet



たとえば、ペルソナやCJMシート  e.g. persona or CJM sheet



たとえば、プレゼンスライド  e.g. presentation slides



ワークフローとAdobe XD
workflow and Adobe XD
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わたしの守備範囲  my job range

企画 設計
制作 
開発

公開 
運⽤

提案書 要件定義

このあたり

コンテンツ整理

プロトタイプ

サイト設計

ペルソナ

ワイヤーフレーム デザイン

カスタマージャーニー

UI設計

このあたり



わたしの守備範囲  my job range

提案書 要件定義

コンテンツ整理

プロトタイプ

サイト設計

ペルソナ

ワイヤーフレーム デザイン

カスタマージャーニー

UI設計

企画 設計
制作 
開発

公開 
運⽤



企画・設計の中⼼にAdobe XD  use Adobe XD as a key tool

テキストライティング 
コンテンツ整理

ワイヤーフレーム 
画⾯設計

デザイン 
UI設計

① ③

ライター ディレクター デザイナー

②

クライアント企業

社内関係者

④

エンジニア

コーディング 
実装

⑤



デザインレビュー デザインレビュー

開発

企画・設計の中⼼にAdobe XD  use Adobe XD as a key tool

テキストライティング 
コンテンツ整理

ワイヤーフレーム 
画⾯設計

デザイン 
UI設計

① ③

ライター ディレクター デザイナー

②

クライアント企業

社内関係者

④

エンジニア

コーディング 
実装（または、PDF／PNG）（または、PDF／PNG）

⑤



しっかりとエネルギーを注ぐ  energize your project

エネルギーを注ぐ 
とは、 

どういうことでしょうか？

考えてみましょう



しっかりとエネルギーを注ぐ  energize your project

抽象と具象を 
何度も⾏ったり来たりする

エネルギーを注ぐ

クリエイティブワークにおける



MVP（実⽤最⼩限の製品）を素早くつくろう  make a minimum viable product quickly



Adobe XDなら、きっとできる  you can do that



三強時代に突⼊か？   3 emerging tools for design and prototyping

Adobe XD Figma Sketch



Adobe XDのイベントで、あえて のデモをしてみます。



ディレクション視点での超個⼈的な感想

Google Chromeだと、むちゃくちゃ重い（Firefoxのほうが軽い） 
デスクトップアプリもあるので、そちらを使うのがベスト

メンテナンスのときは、⼀切作業ができない

フレーム、グループ、コンポーネント、インスタンスなどの構造がちょっと複雑

バージョン管理がすばらしい

共同編集機能がすばらしい

UI Kitが豊富

リアルタイム実機プレビューがしやすい（Figmaのスマホアプリを⼊れておく）

プレビュー⽣成がむちゃくちゃ重い

公開⽤スライドからは削除



事例で⾒る「ちょっと得する」使い⽅
case studies

3



LP型ウェブページ  webpages for landing from ads and so on

使い回す素材は 
アートボードの外（ペーストボード）に 
まとめておくと便利



LP型ウェブページ  webpages for landing from ads and so on

デザインまで展開する場合は 
UIの定義をしておくと 
なおグッド



ツリー型ウェブサイト  website based on a tree structure

ツリー型ウェブサイトは 
⽬次（サイトマップ）を 
1ページ⽬に⽤意しておく



対話型コンテンツ  dialog content

画⾯遷移の深さに合わせて 
アートボードを整理しておく



スマホアプリのプロトタイプ  prototype for smartphone app

クリッカブルな部分を 
わかりやすく⽰すのもアリ 
（⻩⾊の丸印）

トランジション以外にも 
オーバーレイなどを 
覚えておくと便利



スマホアプリのプロトタイプ  prototype for smartphone app

Atomic Designを 
取り⼊れたり



オウンドメディアのヘッダー  header content for owned media

広いメニューから

狭いメニューへ



オウンドメディアのヘッダー  header content for owned media

狭いメニューのほうに 
「スクロール時に位置を固定」をオン



共有と書き出しを使いこなそう
how to share or publish
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さまざまな共有⽅法を使おう  use various share features



さまざまな共有⽅法を使おう  use various share features



通常は「デザインレビュー」で共有  use various share features

デザインレビューで共有すれば、 
ブラウザがあれば確認でき、コメントがつけられて便利



共有は「新規」と「更新」があるので注意  a notice of share features

ある案件のXDファイルを複製し、 
別の案件向けに作業をしたあと、 
共有で「リンクの更新」をしてしまうと、 
古いリンクURLのままで上書きされる。

複製したXDファイルを共有する際は、

作成 更新 新規で「リンクを作成」する 
ことを忘れずに。



1アートボードだけ共有する⽅法  how to share an artboard only

プロトタイプで、共有したいアートボードを 
ホームアートボードとして選択しておき、 
ほかのアートボードとのインタラクションを設定しない

ホームアートボード



書き出しを使おう  use publish features



書き出しを使おう  use publish tools

書き出し形式

複数のアートボードをバラバラに書き出したい場合 
→ PNG、JPG、SVG、PDF

任意のアートボードのみや、 
個別のアセットの書き出しも可能

複数のアートボードを⼀式で書き出したい場合 
→ PDF



リアルタイム共同編集（ベータ）を使おう  use “collaborate and coedit designs”

メールで招待



リアルタイム共同編集（ベータ）を使おう  use “collaborate and coedit designs”

ローカルではなく 
クラウドドキュメントとして保存



まとめ
closing



公開 
運⽤

Adobe XDを使うようになって、最⾼によかったこと  my opinion

企画 設計
制作 
開発

案件A

案件B

案件C

ワイヤーフレームまで 
しっかりとつくる

コンテンツ整理だけ 
あとは、ほかの⼈に任せる

デザインワークまで 
⽚⾜を突っ込みたい

⾃分やチームのリソースに合わせて、 
⾃分がどこまでやるかを案件ごとで柔軟に決められるようになった



ありがとうございました
thank you!!

cybergarden

takahiromashiko

takahiromashiko


